
令和5年2月11日　中央道場 ５人立×３射場、間合いは会で打ち起し

入館開始時間 行射予定時間 入館開始時間 行射予定時間

112 塚原 敦子 東大和 156 本山 幸子 千代田

113 髙倉 邦彦 五段 三鷹 157 横田 和代 五段 板橋

114 國司 なほ子 至誠会 158 北澤 美智江 練馬

115 田中 恵美子 防衛省 159 吉田 卓也 江東

116 山根 麻衣 防衛省 160 葛西 浩治 江戸川

117 菅野 美緒 目黒 161 矢代 雅代 西東京

118 浅野 護 千代田 162 松尾 陸 足立

119 町居 真理子 中野 163 山田 昇 平和の森

120 多良 佐織 足立 164 大北 五月 千代田

121 佐藤 由紀子 小金井 165 滝 香 文京

122 市川 玲子 大宮八幡 166 大塚 志郎 西東京

123 小松﨑 勇佑 足立 167 須藤 周 東村山

124 曽根 裕香 新宿 168 鈴木 利夫 品川

125 川口 泉 新宿 9:00 169 高橋 奈都子 武蔵野

126 荒川 美奈子 中央 ～ 170 宮脇 ひろみ 平和の森 9:50

127 田口 やよい 新宿 9:30 9:50 171 小林 崇博 中野 ～

128 小林 利行 目黒 ～ 172 木村 泉 千代田 10:30 11:00

129 佐藤 光子 江戸川 173 川越 悠貴 板橋 ～

130 吉原 裕司 立川 174 北山 小百合 大宮八幡

131 室谷 みどり 至誠会 175 倉富 真理 稲城

132 黒田 真理子 板橋 176 滝沢 康弘 大田第一

133 太田 光子 西東京 177 池谷 誠治 新宿

134 池田 晴雄 至誠会 178 佐々木 順子 中野

135 木村 亮太 江東 179 馬場 澄子 港

136 清水 麗 足立 180 藤平 央子 調布

137 成田 麻里子 足立 181 渡辺 洋 小金井

138 山本 瑞穂 調布 182 木村 祐美子 至誠会

139 木屋 英代 西東京 183 稲田 暢文 豊島

140 髙橋 眞佐代 立川 184 吉田 順子 板橋

141 郡司 和徳 平和の森 185 神尾 和弘 青梅

142 鈴木 静 江東 186 山田 玲子 日鉄

143 中山 隆平 福生 187 屋代 秀二郎 墨田

144 金丸 浩平 小平 188 藤本 智宏 東大和

145 田沼 直之 府中 189 山田 光矢 中野

146 木寺 実 小金井 190 友田 正樹 五條天神社

147 大橋 範子 防衛省 191 大和田 正孝 板橋

148 橋本 さくら 目黒 192 中山 豊彦 足立

149 近藤 優子 品川 193 北島 直美 国立

150 本間 幹裕 至誠会 194 中川 裕美子 目黒

151 森田 真由美 大宮八幡 195 和泉 亮 新宿

152 石川 信子 杉並 9:50 11:00

153 細谷 真 大田第一 ～ ～

154 國司 学 至誠会 10:30

155 金子 美貴人 大宮八幡

＊受付時、体温の申告お願いします。

＊予選通過は４射３中 普通過の方は速やかにご退館下さい。

＊道場以外はマスク着用でお願いします。

＊行射時間は、予定です。ずれる場合があります。

12:00～12:50 

令和５年　決国記念奉祝弓道大会　入館時間

２部（四段・五段の部）　　②

引き続き決勝


